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(57)【要約】
【課題】大規模な植物工場であっても、工場運営に必要
となるコストの上昇を抑制しつつ、空間内の温度／湿度
を均一に調整すること。
【解決手段】空間（２）内に栽培ラック（４）を支持し
た多段式棚（３）が複数配列され、空調機（５）によっ
て空間内の空調を行う植物工場の風路構造において、通
風孔を有し、空調機からの冷気を当該通風孔から放出す
るダクト（６）と、ダクトから放出された冷気の気流を
栽培ラックに導入する第１風路（７）と、栽培ラックで
暖められた空気を空調機へ誘導する第２風路（８）と、
第１風路内の圧力が第２風路内の圧力よりも高くなるよ
うに第１風路と第２風路とを区画する区画部材（９）と
、を具備する構成とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間内に栽培ラックを支持した多段式棚が複数配列され、空調機によって前記空間内の
空調を行う植物工場の風路構造であって、
　通風孔を有し、前記空調機からの冷気を前記通風孔から放出するダクトと、
　前記ダクトから放出された冷気の気流を前記栽培ラックに導入する第１風路と、
　前記栽培ラックで暖められた空気を前記空調機へ誘導する第２風路と、
　前記第１風路内の圧力が前記第２風路内の圧力よりも高くなるように前記第１風路と前
記第２風路とを区画する区画部材と、
を具備することを特徴とする植物工場の風路構造。
【請求項２】
　前記ダクトは、前記多段式棚間の空間上部に設置され、前記通風孔を介して冷気の下降
気流を形成し、
　前記第１風路は、前記冷気の下降気流を前記栽培ラックに導入することを特徴とする請
求項１に記載の植物工場の風路構造。
【請求項３】
　前記空間は、閉鎖空間で構成され、
　前記空調機は、前記閉鎖空間内に設置されることを特徴とする請求項１又は請求項２に
記載の植物工場の風路構造。
【請求項４】
　前記多段式棚を挟んで前記第１風路と前記第２風路とを交互に配置し、前記第１風路を
前記ダクトの下方側に配置したことを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の植物工場
の風路構造。
【請求項５】
　前記空調機を前記多段式棚の長手方向の両端部に配置し、前記区画部材によって前記空
調機の下方側であって前記空調機の内側に配置される前記第１風路と前記空調機の外側に
配置される前記第２風路とを区画したことを特徴とする請求項４に記載の植物工場の風路
構造。
【請求項６】
　前記ダクトの下面に、前記多段式棚の長手方向に開口面積の異なる前記通風孔を複数設
けたことを特徴とする請求項５に記載の植物工場の風路構造。
【請求項７】
　前記区画部材によって前記第１風路と前記栽培ラック内の空間とを区画し、当該区画部
材には、前記多段式棚の上下方向に開口面積の異なる複数の開口部が形成されることを特
徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の植物工場の風路構造。
【請求項８】
　前記多段式棚の最下段部に、前記第１風路内の空気を前記第２風路に送り出す送風機を
配置したことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに記載の植物工場の風路構造
。
【請求項９】
　前記第１風路を前記ダクトの下方側に配置する一方、前記多段式棚に支持されたそれぞ
れの前記栽培ラックの上方に前記第２風路を配置したことを特徴とする請求項１に記載の
植物工場の風路構造。
【請求項１０】
　前記第２風路に、当該第２風路内の空気を前記空調機側に送り出す送風機を配置したこ
とを特徴とする請求項１から請求項９のいずれかに記載の植物工場の風路構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物工場の風路構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、閉鎖された空間の中で、蛍光灯やＬＥＤなどの人工光で野菜を作る人工光型植物
工場が注目されている。人工光型植物工場では、気候や天候に関係なく、一年中安定して
野菜を作ることができるという利点や、都市部のビルなど、土のない場所や狭い場所でも
野菜を作ることができるという利点を有している。
【０００３】
　このような人工光型植物工場において、栽培室である閉鎖型構造体内の気流を整流する
と共に、栽培室内の温湿度を均一に調整する多段式栽培装置が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。この多段式栽培装置では、複数の多段式棚が配置された閉鎖型構造体
の内壁面上端部に、冷気突出口が対向するように複数の空調装置を配置する一方、複数の
多段式棚を、長手方向が空調装置の対向方向に沿うように、上下方向に延びる空隙を有し
た状態で配置する。そして、対向する冷気突出口から吐出され、栽培室の中央付近で衝突
した冷気を、空隙を介して多段式棚に供給する一方、植物を冷却した後の暖まった空気を
空調装置で吸入して循環させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１４０２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した多段式栽培装置においては、多段式棚の長手方向の長さが長く
なると、所望の経路で冷気を循環させることができず、栽培室内を均等に冷却することが
できない事態が発生し得る。このため、大規模な栽培室に適用することが困難であるとい
う問題がある。所望の経路で冷気を循環させるために空調装置の出力を上げることが考え
られる。しかしながら、この場合には、全ての空調装置の出力を一律に上げる必要があり
、空調装置の運転に必要なコストが上昇してしまう。空調装置の運転コストの上昇は、栽
培物の販売単価に反映されることとなり、結果として植物工場の健全な運営を圧迫するこ
ととなる。
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、大規模な植物工場であっても
、工場運営に必要となるコストの上昇を抑制しつつ、空間内の温度／湿度を均一に調整す
ることができる植物工場の風路構造を提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の植物工場の風路構造は、空間内に栽培ラックを支持した多段式棚が複数配列さ
れ、空調機によって当該空間内の空調を行う植物工場の風路構造であって、通風孔を有し
、前記空調機からの冷気を前記通風孔から放出するダクトと、前記ダクトから放出された
冷気の気流を前記栽培ラックに導入する第１風路と、前記栽培ラックで暖められた空気を
前記空調機へ誘導する第２風路と、前記第１風路内の圧力が前記第２風路内の圧力よりも
高くなるように前記第１風路と前記第２風路とを区画する区画部材と、を具備することを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、大規模な植物工場であっても、工場運営に必要となるコストの上昇を
抑制しつつ、空間内の温度／湿度を均一に調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施の形態に係る風路構造が適用される植物工場の構成を上方から示す模
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式図である。
【図２】図１に示す破線Ａ－Ａにおける断面図である。
【図３】図１に示す破線Ｂ－Ｂにおける断面図である。
【図４】第１の実施の形態に係る植物工場の多段式棚に支持される栽培ラックの一例の模
式図である。
【図５】第１の実施の形態に係る植物工場の多段式棚に支持される栽培ラックの一例の模
式図である。
【図６】第１の実施の形態の変形例に係る風路構造が適用される植物工場の断面図である
。
【図７】第２の実施の形態に係る植物工場の風路構造が適用される栽培ラックの断面を含
む模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。本発明に係る植物工
場の風路構造は、例えば、閉鎖された空間の中で、蛍光灯やＬＥＤなどの人工光で野菜を
作る完全人工光型の植物工場に適用される。しかしながら、本発明に係る植物工場の風路
構造は、これに限定されるものではなく、他の形態の植物工場に適用することができる。
【００１１】
　一般に、人工光型植物工場においては、植物の良好な生育環境を形成するために、栽培
室である閉鎖空間内の温湿度を均一に調整することが要請される。従来、複数の多段式棚
が配置された閉鎖空間の内壁面上端部に、冷気突出口が対向するように複数の空調機を配
置する一方、複数の多段式棚を、長手方向が空調機の対向方向に沿うように、上下方向に
延びる空隙を有した状態で配置する風路構造が知られている。この風路構造では、対向す
る冷気突出口から吐出され、栽培室の中央付近で衝突した冷気を、空隙を介して多段式棚
に供給する一方、植物を冷却した後の暖まった空気を空調機で吸入して循環させている。
【００１２】
　しかしながら、このような風路構造においては、多段式棚の長手方向の長さが長くなる
と、所望の経路で冷気を循環させることができず、栽培室内を均等に冷却することができ
ない事態が発生し得る。例えば、栽培室内で植物が配置される栽培ラックの通過により気
流の温度が上昇するため、植物工場の長手方向に栽培ラックを長くすると、下流側の栽培
ラックを通過する気流の温度が上昇する事態が想定される。また、植物工場の短手方向に
多段式棚を増やすと、同方向に冷気突出口を拡げるか、或いは、空調機を増やす必要があ
るが、衝突させて気流を分配する方式では、各栽培ラックへ均等に気流を分配するのが困
難になる事態が想定される。このため、大規模な栽培室に適用することが困難である。一
方、所望の経路で冷気を循環させるために空調機の出力を上げることが考えられる。しか
しながら、この場合には、全ての空調機の出力を一律に上げる必要があり、空調機の運転
に必要なコストが上昇してしまう。空調機の運転コストの上昇は、栽培物の販売単価に反
映されることとなり、結果として植物工場の健全な運営を圧迫することとなる。
【００１３】
　本発明者らは、大規模な植物工場などにおいて、冷気と暖気の風路を共用する場合にこ
れらが混合して十分な空調性能を確保し得ないことに着目した。そして、冷気の風路と暖
気の風路を専用の風路として区画し、これらの風路間の空気の遷移を促進することが、植
物工場を構成する空間内における温度／湿度の均一化に寄与することを見出し、本発明に
想到した。
【００１４】
　すなわち、本発明の骨子は、空間内に栽培ラックを支持した多段式棚が複数配列され、
空調機によって当該空間内の空調を行う植物工場の風路構造であって、通風孔を有し、空
調機からの冷気を当該通風孔から放出するダクトと、ダクトから放出された冷気の気流を
栽培ラックに導入する第１風路と、栽培ラックで暖められた空気を空調機へ誘導する第２
風路と、前記第１風路内の圧力が前記第２風路内の圧力よりも高くなるように第１風路と
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第２風路とを区画する区画部材と、を具備することである。
【００１５】
　本発明によれば、ダクトから放出された冷気の気流を栽培ラックに導入する第１風路と
、栽培ラックで暖められた空気を空調機へ誘導する第２風路とが個別に構成され、区画部
材により第１風路内の圧力が第２風路内の圧力よりも高くなるように区画されることから
、第１風路に導入され、植物を冷却して暖められた暖気を第２風路にスムーズに送り込む
ことができる。これにより、冷気と暖気との混合を抑制しつつ、空調機を用いた円滑な気
流の循環経路を形成することができる。これにより、大規模な植物工場であっても、工場
運営に必要となるコストの上昇を抑制しつつ、閉鎖空間内の温度／湿度を均一に調整する
ことができる。
【００１６】
　（第１の実施の形態）
　以下、第１の実施の形態に係る風路構造が適用される植物工場の構成について、図１～
図３を参照して説明する。図１は、第１の実施の形態に係る風路構造が適用される植物工
場１の構成を上方から示す模式図である。図２は、図１に示す破線Ａ－Ａにおける断面図
である。図３は、図１に示す破線Ｂ－Ｂにおける断面図である。以下では、図１～図３に
示す上下方向、前後方向及び左右方向を、本実施の形態に係る植物工場１の上下方向、前
後方向及び左右方向として説明する。
【００１７】
　図１～図３に示すように、本実施の形態に係る植物工場１には、閉鎖された空間（以下
、「閉鎖空間」という）２内に、複数の多段式棚３が配列されている。多段式棚３は、植
物工場１の前後方向に長手方向を配置した状態で、上下方向に複数段の棚を有している。
植物工場１では、この多段式棚３が左右方向に一定間隔を介して配列されている（図１参
照）。それぞれの多段式棚３は、複数の栽培ラック４を支持している（図２及び図３参照
）。栽培ラック４は、栽培対象の植物（栽培物）に対し、人工光で光を照射する。この栽
培ラック４の構成については後述する。
【００１８】
　閉鎖空間２には、閉鎖空間２内の空気調整（空調）を行う空調機５が設置されている。
空調機５は、閉鎖空間２の前方側の内壁面２１及び後方側の内壁面２２の近傍であって、
閉鎖空間２の天井面２３に設置されている（図１及び図３参照）。空調機５は、隣り合う
一対の多段式棚３の長手方向の両端部近傍に配置されている。すなわち、隣り合う一対の
多段式棚３に２機の空調機５が対応付けられている。これらの空調機５は、一対の多段式
棚３の間の位置に配置されている。この場合において、各空調機５は、冷気送風口５１が
対向するように設置されている（図１参照）。また、各空調機５、空気吸入口５２を植物
工場１の内壁面２１、２２に向けた状態で設置されている（図３参照）。各空調機５は、
閉鎖空間２内の空気を下方側から吸入し、多段式棚３の内側に向けて冷気を送風可能に構
成されている。
【００１９】
　対向して配置される空調機５の間には、ダクト６が設置されている。ダクト６は、断面
視にて矩形状の管状体で構成され（図２参照）、前方側の空調機５の冷気送風口５１と後
方側の空調機５の冷気送風口５１とを連結するように構成される。ダクト６は、空調機５
から送り出された冷気の風路を構成する。ダクト６は、隣り合う多段式棚３の間の空間に
おける上方側の位置に配置されている。すなわち、空調機５からの冷気は、隣り合う多段
式棚３間の上方側に配置されたダクト６内を植物工場１の中央側に向けて流れる。
【００２０】
　ダクト６の下面には、複数の通風孔６１が形成されている（図３参照）。これらの通風
孔６１は、空調機５からの冷気をダクト６の下方側に放出する役割を果たす。これらの通
風孔６１は、多段式棚３の長手方向（植物工場１の前後方向）に開口面積が異なるように
形成されている。例えば、通風孔６１は、多段式棚３の長手方向の中央部よりも端部側の
開口面積が大きくなるように形成されている。すなわち、ダクト６の前端部（後端部）近
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傍に配置された通風孔６１ａの開口面積は、ダクト６の中央近傍に配置された通風孔６１
ｂの開口面積よりも大きく形成されている。このように通風孔６１の開口面積に差異を設
けたのは、空調機５からの冷気を均等に後述する低温風路７に送り込むためである。この
ような通風孔６１を設けることで、ダクト６は、空調機５からの冷気の進行方向を制御し
て冷気の下降気流を形成する。
【００２１】
　ここでは、空調機５の送風の直進性が高い場合を想定し、通風孔６１において、多段式
棚３の長手方向の中央部よりも端部側の開口面積が大きくなるように形成される場合につ
いて説明している。しかしながら、通風孔６１の構成については、これに限定されるもの
ではなく適宜変更が可能である。空調機５の送風の直進性が低い場合には、上記実施の形
態と反対に、通風孔６１において、多段式棚３の長手方向の中央部よりも端部側の開口面
積が小さくなるように構成してもよい。
【００２２】
　ダクト６の下方には、第１風路を構成する低温風路７が配置されている（図２及び図３
参照）。低温風路７は、ダクト６を挟んで隣り合う多段式棚３の間の空間で構成される。
すなわち、低温風路７は、多段式棚３の上下方向に沿って延在して設けられている（図２
参照）。詳細について後述するように、栽培ラック４には、低温風路７側に冷気導入口４
１１が形成されている（図４参照）。低温風路７は、ダクト６から放出された冷気を受け
入れ、栽培ラック４に導入する役割を果たす。より具体的にいうと、低温風路７は、ダク
ト６から送り出された冷気の下降気流を受け入れ、これを栽培ラック４（より具体的には
、栽培ラック４の冷気導入口４１１）に導入する。
【００２３】
　多段式棚３を挟んで低温風路７と反対側には、第２風路を構成する高温風路８が配置さ
れている（図１及び図２参照）。高温風路８は、隣り合う多段式棚３の空間のうち、その
間に空調機５が配置されていない空間で構成される。すなわち、高温風路８は、多段式棚
３の上下方向に沿って延在して設けられている（図２参照）。このように高温風路８を形
成することで、閉鎖空間２内には左右方向に低温風路７と高温風路８とが交互に配置され
る。
【００２４】
　さらに、高温風路８は、空調機５の下方側の空間に回り込んで形成されている（図１及
び図３参照）。すなわち、高温風路８は、閉鎖空間２における低温風路７以外の空間で構
成される。詳細について後述するように、栽培ラック４には、高温風路８側に暖気排出口
４１２が形成されている（図４参照）。高温風路８は、栽培ラック４（より具体的には、
栽培ラック４の暖気排出口４１２）から排出された暖気を空調機５側に誘導する。
【００２５】
　空調機５の下方には、低温風路７と高温風路８とを区画する区画部材９が設けられてい
る（図１及び図３参照）。区画部材９は、概して板状部材で構成される。区画部材９は、
空調機５及びこの空調機５を挟んで配置される一対の多段式棚３の下方に配置される。区
画部材９は、植物工場１の上下方向に延在し、空調機５の下端部と植物工場１の底面２４
とを接続する構成を有している（図３参照）。区画部材９は、低温風路７内の圧力が高温
風路８内の圧力よりも高くなるように、低温風路７と高温風路８とを区画する。
【００２６】
　ここで、本実施の形態に係る植物工場１の多段式棚３に支持される栽培ラック４の構成
について、図４及び図５を参照して説明する。図４及び図５は、第１の実施の形態に係る
植物工場１の多段式棚３に支持される栽培ラック４の一例の模式図である。図４において
は、多段式棚３に支持される単一の栽培ラック４を示し、図５においては、多段式棚３に
支持される複数（図５では３つ）の栽培ラック４を示している。
【００２７】
　図４に示すように、栽培ラック４は、一定の空間を概して長方体形状に区画する枠体４
１と、この枠体４１に固定される複数（本実施の形態では４つ）の照光ユニット４２とを
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含んで構成される。なお、栽培ラック４内に区画される空間は、直方体形状に限定されな
い。各照光ユニット４２は、植物Ｐに光を照射する、蛍光灯などの光源４２１と、植物Ｐ
に対する光の照射効率を向上する反射板４２２とを有している。反射板４２２は、断面視
にて、下方側に開口したドーム形状を有している。反射板４２２の上端部には、放熱用の
開口部４２２ａが形成されている。開口部４２２ａは、光の照射に伴い発生する熱だけで
なく、栽培ラック４内で植物Ｐを冷却した後に暖まった暖気を栽培ラック４の上方空間に
排出する。なお、植物Ｐは、栽培ラック４に着脱可能に構成される不図示の栽培床に配置
することができる。
【００２８】
　枠体４１には、低温風路７からの冷気を導入する冷気導入口４１１と、栽培ラック４内
の暖気を高温風路８に排出する暖気排出口４１２とが形成されている。冷気導入口４１１
は、低温風路７側の側面部（図４に示す右側面部）４３に形成され、暖気排出口４１２は
、高温風路８側の側面部（図４に示す左側面部）４４に形成されている（図２参照）。栽
培ラック４内の空気の循環効率を向上するため、暖気排出口４１２は、冷気導入口４１１
よりも上方側の位置に配置されている。冷気導入口４１１から導入された冷気は、植物Ｐ
を冷却した後、照光ユニット４２の開口部４２２ａを通過して栽培ラック４の上方空間に
進んだ後、暖気排出口４１２から高温風路８に排出される。なお、図４では、図２に示す
低温風路７の左方側に配置される栽培ラック４を示している。図２に示す低温風路７の右
方側の栽培ラック４では、冷気導入口４１１と暖気排出口４１２とが反対側の側面に形成
される。
【００２９】
　枠体４１における低温風路７側の側面部（図５に示す右側面部）４３は、低温風路７と
栽培ラック４内の空間とを区画する区画部材の一部を構成する。多段式棚３に支持された
全ての栽培ラック４の側面部４３を一枚の区画部材と捉えた場合、当該区画部材には、多
段式棚３の上下方向に開口面積の異なる開口部が形成されている。例えば、当該区画部材
には、多段式棚３の下段側よりも上段側の開口面積を大きくした開口部が形成されている
。本実施の形態において、これらの開口部は、各枠体４１の冷気導入口４１１で構成され
る。図５に示すように、多段式棚３においては、上段側に配置された栽培ラック４の冷気
導入口４１１の方が、下段側に配置された栽培ラック４の冷気導入口４１１よりも開口面
積が大きく構成されている。このように冷気導入口４１１の開口面積に差異を設けたのは
、低温風路７からの冷気を多段式棚３に支持された複数の栽培ラック４に均等に導入する
ためである。
【００３０】
　ここでは、低温風路７を下降する気流の直進性が高い場合を想定し、冷気導入口４１１
において、下段側の栽培ラック４より上段側の栽培ラック４の開口面積が大きくなるよう
に形成される場合について説明している。しかしながら、冷気導入口４１１の構成につい
ては、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。低温風路７の気流の直進性
が低い場合には、上記実施の形態と反対に、下段側の栽培ラック４よりも上段側の栽培ラ
ック４の開口面積が小さくなるように構成してもよい。
【００３１】
　なお、ここでは、栽培ラック４の枠体４１の側面部４３を区画部材の一例と捉える場合
について説明している。しかしながら、低温風路７と栽培ラック４内の空間とを区画する
区画部材の構成については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例え
ば、この区画部材は、栽培ラック４と別に構成され、枠体４１の側面部４３に対向配置す
る板状部材で構成してもよい。この場合、各栽培ラック４の側面部４３に形成される冷気
導入口４１１の開口面積は同一寸法にする一方、これらに対向する板状部材の部分に開口
面積に差異を設けた開口部が形成される。このように区画部材を栽培ラック４とは別部材
で構成した場合であっても、上記と同様に、低温風路７からの冷気を複数の栽培ラック４
に均等に導入することができる。
【００３２】
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　次に、上記構成を有する植物工場１の風路構造における気流の循環経路について、図１
～図５を参照して説明する。なお、図１～図５においては、説明の便宜上、閉鎖空間２内
を流れる冷気の進行方向を実線矢印で示し、閉鎖空間２内を流れる暖気の進行方向を破線
矢印で示している。
【００３３】
　閉鎖空間２内の空調は、常時、或いは、植物工場１の管理者の指示に応じて空調機５に
よって行われる。前者の場合、常時、空調機５の冷気送風口から冷気が送出される。空調
機５からの冷気は、図１及び図３に示すようにダクト６内に送り込まれ、閉鎖空間２の中
央近傍で衝突する。このようにダクト６内を進行する過程において、冷気はダクト６の下
面に形成された通風孔６１を介して低温風路７に送り込まれる（図２及び図３参照）。
【００３４】
　通風孔６１から送り込まれた冷気は、図２及び図３に示すように、低温風路７内を下降
する。このように低温風路７内を下降する過程にて、冷気は、栽培ラック４の冷気導入口
４１１を介して栽培ラック４に導入される。栽培ラック４に導入された冷気は、図４及び
図５に示すように、栽培ラック４内の植物Ｐを冷却することで暖められて暖気となる。栽
培ラック４内で生まれた暖気は、暖気排出口４１２を介して高温風路８に排出される。
【００３５】
　高温風路８に排出された暖気は、高温風路８内を上昇する（図２参照）。閉鎖空間２の
天井面２３付近まで上昇した暖気は、空調機５の吸入力によって空調機５の空気吸入口に
吸入される（図１参照）。空気吸入口から吸入された暖気は、空調機５内の冷媒などによ
り冷却されて冷気となる。そして、再び、空調機５から冷気がダクト６内に送り出される
。
【００３６】
　ここで、閉鎖空間２内における空気の圧力状態について説明する。空調機５からダクト
６を介して冷気が供給される低温風路７は、上述した区画部材９及び栽培ラック４の低温
風路７側の側面４３により区画されている。この低温風路７には、空調機５から冷気がダ
クト６を介して送り込まれるため、相対的に圧力が高く設定される。一方、栽培ラック４
を介して暖気が排出される高温風路８は、低温風路７に比べて容積が大きい。この高温風
路８内の空気（暖気）は、空調機５によって吸入されるため、相対的に圧力が低く設定さ
れる。このため、空調機５から送出された冷気は、低温風路７から高温風路８にスムーズ
に循環される。
【００３７】
　このように本実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、冷気の下降気流を栽
培ラック４に導入する低温風路７と、栽培ラック４で暖められた空気を空調機５へ誘導す
る高温風路８とが個別に構成され、区画部材９や栽培ラック４の低温風路７側の側面４３
により低温風路７内の圧力が高温風路８内の圧力よりも高くなるように区画されることか
ら、低温風路７に導入され、植物Ｐを冷却して暖められた暖気を高温風路８にスムーズに
送り込むことができる。これにより、冷気と暖気との混合を抑制しつつ、空調機５を用い
た空気のスムーズな循環経路を形成することができる。これにより、大規模な植物工場１
であっても、工場運営に必要となるコストの上昇を抑制しつつ、閉鎖空間２内の温度／湿
度を均一に調整することができる。
【００３８】
　特に、本実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、低温風路７が冷気の下降
気流を形成するダクト６の下方側に配置されると共に、低温風路７と高温風路８とが多段
式棚３を挟んで交互に配置されている。このため、栽培ラック４で植物Ｐを冷却して暖め
られた暖気が高温風路８に送り出され、高温風路８で空調機５に誘導される。これにより
、植物Ｐを冷却して暖められた暖気が栽培ラック４内で停滞するのを抑制でき、栽培ラッ
ク４上で温度／湿度が不均一になる事態を防止することができる。
【００３９】
　また、本実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、空調機５が多段式棚３の
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長手方向の両端部に配置されると共に、空調機５の下方側であって空調機５の内側に配置
される低温風路７と、空調機５の外側に配置される高温風路８とが区画部材９によって区
画されている。このため、空調機５から低温風路７に送り出された冷気が栽培ラック４を
通過することなく高温風路８内に進入する事態や、高温風路８上の暖気が低温風路７内に
進入する事態を抑制することができる。これにより、空調機５周辺で冷気と暖気とが混合
される事態を効果的に抑制することができる。
【００４０】
　さらに、本実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、ダクト６の下面に、多
段式棚３の長手方向に開口面積の異なる通風孔６１が複数形成されている。より具体的に
は、ダクト６の下面に、多段式棚３の長手方向の中央部よりも端部側の開口面積を大きく
した通風孔６１が形成されている。このため、空調機５からの冷気を均等に低温風路７に
送り出すことができる。これにより、多段式棚３の長手方向に並べて配置された栽培ラッ
ク４全体に均等に冷気を供給することができる。
【００４１】
　さらに、本実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、栽培ラック４の低温風
路７側の側面４３によって低温風路７と栽培ラック４側の高温風路８との間を区画する一
方、側面４３には、多段式棚３の下段側よりも上段側の開口面積を大きくした冷気導入口
４１１（通風孔）が形成されている。このため、低温風路７上を流動する冷気を均等に栽
培ラック４に導入することができる。これにより、上下方向に並べて配置された栽培ラッ
ク４全体に均等に冷気を供給することができる。
【００４２】
　なお、上記実施の形態においては、空調機５の送風機のみによって気流を循環させてい
る。しかしながら、このような気流の循環経路における空気（冷気及び暖気）の流れを補
助することは実施の形態として好ましい。以下、このように気流の循環経路上の空気の流
れを補助する変形例について、図６を参照して説明する。
【００４３】
　図６は、第１の実施の形態の変形例に係る風路構造が適用される植物工場１の断面図で
ある。なお、図６においては、図２と同一の断面を模式的に示している。また、図６にお
いて、第１の実施の形態と共通の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
図６に示す植物工場１の風路構造は、閉鎖空間２内の気流の循環経路上の所定位置に送風
機を配置する点で、第１の実施の形態に係る植物工場１の風路構造と相違する。
【００４４】
　図６に示す植物工場１の風路構造においては、多段式棚３の最下段部に、栽培ラック４
の代わりに送風機１０を配置している。例えば、送風機１０は、全ての多段式棚３の最下
段部に配置され、それぞれ低温風路７内の空気を高温風路８に送り出すように構成される
。このように多段式棚３の最下段部に送風機１０を配置することにより、ダクト６から供
給された冷気を多段式棚３の下段側に導くことができる。これにより、低温風路７内で冷
気が停滞するのを抑制でき、上下方向に並べて配置された栽培ラック４に効率的に冷気を
送り込むことができる。
【００４５】
　また、図６に示す植物工場１の風路構造においては、高温風路８上に、高温風路８内の
暖気を空調機５側に送り出す送風機１１を配置している。例えば、送風機１１は、隣り合
う多段式棚３の間の空間のうち、空調機５が配置されていない空間の天井面２３近傍の位
置に配置される。送風機１１は、植物工場１における前後方向の任意の位置に設置するこ
とができるが、前後方向の中央付近に２機の送風機１１を設置することは実施の形態とし
て好ましい。この場合、２機の送風機１１は、高温風路８内の暖気を、植物工場１の前方
側又は後方側に配置された空調機５側に送り出す。
【００４６】
　このように高温風路８に、高温風路８内の空気を空調機５側に送り出す送風機１１を配
置することにより、栽培ラック４で暖められた暖気を効率的に空調機５側に送り出すこと
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ができる。これにより、高温風路８上で暖気が停滞するのを抑制でき、栽培ラック４内で
温度／湿度が不均一になる事態を防止することができる。
【００４７】
　なお、ここでは、送風機１１を閉鎖空間２における空調機５と同等の高さ位置に配置す
る場合について説明している。しかしながら、送風機１１の配置については、これに限定
されるものではなく適宜変更が可能である。送風機１１は、空調機５の空気吸入口５２側
に暖気を送り出すことを前提として、隣り合う多段式棚３の間の任意の高さ位置に配置す
ることができる。このように変更した場合であっても、高温風路８上で暖気が停滞するの
を抑制でき、栽培ラック４内で温度／湿度が不均一になる事態を防止することができる。
【００４８】
　（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、多段式棚３を挟んで低温風
路７と高温風路８とを交互に配置し、低温風路７をダクト６の下方側に配置する場合につ
いて説明している。第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、低温風路
７をダクト６の下方側に配置する一方、多段式棚３に支持されたそれぞれの栽培ラックの
上方に高温風路を配置する点で、第１の実施の形態と相違する。以下、第２の実施の形態
に係る植物工場１の風路構造について、第１の実施の形態との相違点を中心に説明する。
【００４９】
　図７は、第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造が適用される栽培ラック４´の
断面を含む模式図である。図７において、第１の実施の形態に係る栽培ラック４と共通の
構成については同一の符号を付与して説明を省略する。第２の実施の形態に係る植物工場
１の風路構造においては、栽培ラック４´の上方に高温風路８´が形成されている。この
ため、第１の実施の形態のように、上面視にて、閉鎖空間２内に低温風路７と高温風路８
とを交互に配置する必要はない。
【００５０】
　栽培ラック４´においては、暖気排出口４１２´が枠体４１の天井面４５に形成される
点で、第１の実施の形態と相違する。暖気排出口４１２´は、例えば、反射板４２２の開
口部４２２ａに対応する位置に配置されている。第１の実施の形態と異なり、植物Ｐを冷
却した後に生成される暖気は、暖気排出口４１２´を介して高温風路８´に排出される。
なお、暖気排出口４１２´は、複数の通気孔で構成されてもよいし、植物工場１の前後方
向に延在するスリット形状で構成されてもよい。
【００５１】
　高温風路８´には、高温風路８´内の空気（暖気）を空調機５側に送り出す送風機１２
が配置されている。例えば、送風機１２は、高温風路８´上で同一間隔に配置され、高温
風路８´内の暖気を前後方向に送り出す。第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造
において、区画部材９は、高温風路８´に対向する部分が開口している点を除き、第１の
実施の形態と同様である（図１参照）。すなわち、区画部材９は、空調機５の下方側に配
置されると共に、多段式棚３の前後方向において、それぞれの栽培ラック４´の天井面４
５よりも下方側の空間に対向して配置される。このため、高温風路８´内の暖気は、送風
機１２により空調機５の下方側の空間に送り出される。
【００５２】
　第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造において、空調機１からの冷気がダクト
６、低温風路７を経て栽培ラック４´に導入される態様は、第１の実施の形態と同様であ
る。栽培ラック４´内で植物Ｐを冷却することで生成された暖気は、図７に示すように、
暖気排出口４１２´を介して高温風路８´に排出される。
【００５３】
　高温風路８´に排出された暖気は、送風機１２の送風により空調機５の下方側の空間に
送り出され、閉鎖空間２の天井面２３付近まで上昇する。そして、閉鎖空間２の天井面２
３付近まで上昇した暖気は、空調機５の吸入力によって空調機５の空気吸入口５２に吸入
される（図３参照）。空気吸入口５２から吸入された暖気は、空調機５内の冷媒などによ
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り冷却されて冷気となる。そして、再び、空調機５から冷気がダクト６内に送り出される
。
【００５４】
　このように第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、低温風路７が冷
気の下降気流を形成するダクト６の下方側に配置されると共に、それぞれの栽培ラック４
´の上方に高温風路８´が配置されることから、栽培ラック４´で植物Ｐを冷却して暖め
られた暖気が高温風路８´に送り出され、高温風路８´を介して空調機５に誘導される。
これにより、暖気が栽培ラック４´周辺で停滞するのを抑制でき、栽培ラック４´内で温
度／湿度が不均一になる事態を防止することができる。
【００５５】
　特に、第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造では、第１の実施の形態のように
、低温風路７と高温風路８とを多段式棚３を挟んで交互に配置する必要がない。このため
、高温風路８´のための空間を縮小することができるので、閉鎖空間２内の空間利用効率
を向上することができる。
【００５６】
　また、第２の実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、高温風路８´に、高
温風路８´内の空気を空調機５側に送り出す送風機１２を配置している。このため、栽培
ラック４´で暖められた暖気を効率的に空調機５側に送り出すことができる。これにより
、高温風路８´上で暖気が停滞するのを抑制でき、栽培ラック４´内で温度／湿度が不均
一になる事態を防止することができる。
【００５７】
　なお、第２の実施の形態に係る植物工場１の風路工場においては、栽培ラック４´の側
面部４３のみに冷気導入口４１１を設ける場合について示している。しかしながら、冷気
導入口４１１の構成については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。
例えば、栽培ラック４´の左右双方に低温風路７を配置することを前提として、側面部４
３に加え、側面部４４側に冷気導入口４１１を設ける構成としてもよい。この場合には、
側面部４３、４４の双方に形成された冷気導入口４１１から冷気を導入できるので、栽培
ラック４´が左右方向に長く構成される場合であっても、栽培ラック４´内の温度の均一
化を図ることができる。
【００５８】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、さまざまに変更して実施可能である。上
記実施の形態において、添付図面に図示されている部材や孔などの大きさや形状などにつ
いては、これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更が可能である。そ
の他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施可能である。
【００５９】
　例えば、上記実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、閉鎖空間２内で低温
風路７と高温風路８とを上面視にて交互に配置し（第１の実施の形態）、或いは、栽培ラ
ック４´の上方に高温風路８を配置する場合について説明している。しかしながら、閉鎖
空間２内における低温風路７及び高温風路８の配置については、これらに限定されるもの
ではなく適宜変更が可能である。例えば、閉鎖空間２内の一部の空間に第１の実施の形態
の配置を採用し、閉鎖空間２内の他部の空間に第２の実施の形態の配置を採用してもよい
。
【００６０】
　また、上記実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、閉鎖空間２に複数の多
段式棚３を配置すると共に、同一の閉鎖空間２に設置された空調機５で閉鎖空間２内の空
調を行う場合について説明している。しかしながら、上記実施の形態に係る植物工場１の
風路構造が適用される空間については、閉鎖空間２に限定されるものではなく、閉鎖され
ていない空間にも適用することができる。例えば、空調機５を備えた空調室を別に備え、
この空調室に連通した空間に上記実施の形態に係る植物工場１の風路構造を適用してもよ
い。このような空間に適用する場合においても、上記実施の形態と同様の効果を得ること
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ができる。
【００６１】
　また、上記実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、多段式棚３を配列した
閉鎖空間２内に設置した空調機５で空調を行う場合について説明している。しかしながら
、空調機５の配置については、閉鎖空間２内に限定されるものではなく適宜変更が可能で
ある。例えば、閉鎖空間２外に空調機５を配置し、ダクト６に冷気を送出する構成として
もよい。このように空調機５の配置を変更する場合においても、上記実施の形態と同様の
効果を得ることができる。
【００６２】
　さらに、上記実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、隣り合う多段式棚３
の間の空間における上方側の位置にダクト６を配置する場合について説明している。しか
しながら、ダクト６の配置については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能で
ある。空調機５の配置を変更することを条件として、多段式棚３を配列した空間内の任意
の位置にダクト６を配置することができる。例えば、当該空間の底面付近や側面付近にダ
クト６を配置してもよい。前者の場合には、空間の底面付近から低温風路７に冷気を導入
し、栽培ラック４を介して高温風路８に排出された暖気を当該空間の天井面から排出する
ことができる。後者の場合には、空間の一方の側面付近から低温風路７に冷気を導入し、
栽培ラック４を介して高温風路８に排出された暖気を当該空間の他方の側面から排出する
ことができる。
【００６３】
　さらに、上記実施の形態に係る植物工場１の風路構造においては、低温風路７内に冷気
を下方側に向けて放出させる場合について説明している。しかしながら、低温風路７内に
放出される冷気の方向についてはこれに限定されるものではなく適宜変更が可能である。
例えば、上述のようなダクト６の配置変更に伴い、低温風路７に対し、冷気を上方側に放
出させる構成や、冷気を側方側に放出させる構成を採用することができる。このように低
温風路７に対する冷気の放出方向を変更する場合においても、上記実施の形態と同様の効
果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　以上説明したように、本発明は、大規模な植物工場１であっても、工場運営に必要とな
るコストの上昇を抑制しつつ、閉鎖空間２内の温度／湿度を均一に調整することができる
という効果を有し、特に、人工光型植物工場に適用される風路構造に有用である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　植物工場
　２　閉鎖空間
　３　多段式棚
　４、４´　栽培ラック
　４１　枠体
　４１１　冷気導入口
　４１２、４１２´　暖気排出口
　４２　照光ユニット
　５　空調機
　５１　冷気送風口
　５２　空気吸入口
　６　ダクト
　７　低温風路（第１風路）
　８、８´　高温風路（第２風路）
　９　区画部材
　１０、１１、１２　送風機
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